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（百万円未満切捨て） 

１．平成26年９月期第１四半期の連結業績（平成25年10月１日～平成25年12月31日） 
(１) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 売  上  高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

26年９月期第１四半期 612 1.1 61 △8.0 68 2.2 48 22.1 
25年９月期第１四半期 605 － 67 － 67 － 39 － 
（注）包括利益  26年９月期第１四半期  48百万円（22.1％）  25年９月期第１四半期39百万円（－％） 

 

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

 円  銭 円  銭 

26年９月期第１四半期 29.94 29.63 
25年９月期第１四半期 24.70 24.58 
（注）平成24年９月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成25年９月期第１四半期の対前

年同四半期増減率については、記載しておりません。 

 
(２) 連結財政状態  

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 

26年９月期第１四半期 1,300 1,010 77.6 627.05 
25年９月期 1,429 1,058 73.9 641.22 
（参考）自己資本    26年９月期第１四半期  1,009百万円  25年９月期  1,057百万円 
 

２．配当の状況 

 
年間配当金 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期  末 合  計 
 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 

25年９月期 － 0.00 － 10.00 10.00 
26年９月期 －     
26年９月期(予想)  － － － －  
（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 
    平成26年９月期の１株当たりの配当金につきましては、現在未定です。 
 
３．平成26年９月期の連結業績予想（平成25年10月１日～平成26年９月30日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 売  上  高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円  銭 

第２四半期（累計） 1,200 △3.8 85 △28.4 108 △23.8 72 △15.1 44.42 
通      期 2,500 0.5 196 3.7 217 △5.0 130 0.0 78.83 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：有 

 



※ 注記事項 
 
(１) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 
（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

：無 

  
(２) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：無 
  
(３) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：無 
②  ①以外の会計方針の変更 ：無 
③  会計上の見積りの変更 ：無 
④  修正再表示 ：無 

  
(４) 発行済株式数（普通株式）  

①  期末発行済株式数(自己株式を含む) 26年９月期１Ｑ 1,698,800株 25年９月期 1,698,800株 
②  期末自己株式数 26年９月期１Ｑ 88,447株 25年９月期 49,747株 
③  期中平均株式数(四半期累計) 26年９月期１Ｑ 1,631,381株 25年９月期１Ｑ 1,618,737株 

 
 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開
示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると
判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業
績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、四半期決算短信（添付資料）３
ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、現政権の経済対策による円安、株価の上昇などを背景に、緩

やかながらも景気回復の兆しが見えてまいりましたが、海外経済の下振れ懸念や消費税率の引き上げ決定など国内

景気の先行きには依然として不透明感が残されております。 

 一方、モバイルを含む国内のインターネット関連市場におきましては、スマートフォンやタブレット端末の普及

を背景に引き続き市場成長が継続しており、今後もインターネットにおける技術革新はますます進み、様々なサー

ビスが展開されていくものと予想されます。 

 また、投稿掲示板やブログ・ＳＮＳなどのコミュニティサイトを含むソーシャルＷＥＢサービス（※）の活性化

が進む一方で、こうしたソーシャルＷＥＢサービスを利用したネットワーク犯罪やなりすましによる不正アクセス

禁止法違反等のサイバー犯罪は年々増加傾向にあるため、ユーザーが安心して利用できるようソーシャルＷＥＢサ

ービスの安全性を求める声は一層高まりを見せており、投稿監視やカスタマーサポート（以下、「ＣＳ」という）

のニーズはますます増加しております。さらに今日では、このようなソーシャルＷＥＢサービスの普及を背景に、

マーケティングや販売促進活動といったソーシャルメディアの企業利用が一層本格化しております。 
  
用語説明 

（※） ＳＮＳやブログ等のソーシャルメディアや、ソーシャルゲーム、ソーシャルコマースなどの個人同士双方

向のコミュニケーションが介在する全てのインターネットメディア 
  
 このような環境のもと、当社は平成25年10月に株式会社リボルバー、グランドデザイン＆カンパニー株式会社と

それぞれ協業を開始し、市場拡大に向けて積極的に取り組みを行いました。また、投稿監視システム「Ｅ-Ｔｒｉ

ｄｅｎｔ」をより簡単・効率的に導入することができるプラグイン「Ｅ-Ｔｒｉｄｅｎｔ Ｌｉｎｋ」をリリース

するなどシステム商材の多角化についても取り組み、業務拡大に努めてまいりました。 
  
 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は612,609千円（前年同四半期比1.1％増）、営業利益は61,852千

円（前年同四半期比8.0％減）、経常利益は68,617千円（前年同四半期比2.2％増）、四半期純利益は48,845千円

（前年同四半期比22.1％増）となりました。 

 当社グループは単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はありません。業務の種類別の業績は以下の

通りであります。 
  

① ソーシャルサポート 

 近年急成長しているソーシャルメディアにおいて、監視・ＣＳだけではなく運用や分析といった多種多様な新サ

ービスの展開や大型案件の獲得に注力いたしました。一部大口顧客との取引は減少しましたが、投稿監視システム

「Ｅ-Ｔｒｉｄｅｎｔ」及びソーシャルメディア運用支援ツール「ソーシャルダッシュボード＋」によりサービス

の付加価値を高めることで既存顧客への深耕営業や新規開拓、競合からのスイッチングを図り、シェア拡大を目指

してまいりました。 

 その結果、売上高は308,568千円（前年同四半期比18.7％減）となりました。 
  

② ゲームサポート 

 豊富な運用実績とノウハウの蓄積により既存顧客との関係の強化を目指すと同時に、コンシューマー向けゲーム

を作成している大手企業からの新規案件獲得に注力いたしました。また、市場の拡大が続いているソーシャルゲー

ムにおけるサービス展開に注力し、多言語対応といった既存サービス領域の拡大に加え、ＡｐｐｌｅがｉＯＳ（※

１）上で運営するＡｐｐ ＳｔｏｒｅやＧｏｏｇｌｅが運営するＡｎｄｒｏｉｄ（※２）携帯向けのアプリマーケ

ットであるＧｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ内で展開されるスマートフォンゲームが増加し、それらに同様のサービス提供

することで新規顧客の獲得を目指してまいりました。 

 その結果、売上高は227,660千円（前年同四半期比32.8％増）となりました。 
  
用語説明 

（※１） 米国Ａｐｐｌｅ社のｉＰｈｏｎｅ／ｉＰｏｄ ｔｏｕｃｈ／ｉＰａｄに搭載されているＯＳ（オペレー

ティングシステム） 

（※２） 米国Ｇｏｏｇｌｅ社のスマートフォン向けＯＳ 
  

③ アド・プロセス 

 既存の広告審査業務だけでなく、広告枠管理から入稿管理、広告ライティング等の提供サービスの拡大に注力す

るとともに、広告入稿管理業務を円滑に実施するための独自システム開発をセットで販売することで競合他社との

差別化を図り、既存顧客の深耕や新規開拓、大型案件の獲得を目指してまいりました。 

 その結果、売上高は76,380千円（前年同四半期比38.7％増）となりました。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、1,071,952千円となり、前連結会計年度末における流

動資産1,227,044千円に対し、155,092千円の減少（前連結会計年度末比12.6％減）となりました。 

 これは主に、現金及び預金が153,077千円減少したことによるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、228,573千円となり、前連結会計年度末における固定

資産202,946千円に対し、25,626千円の増加（前連結会計年度末比12.6％増）となりました。 

 これは主に、投資その他の資産が35,807千円増加したことによるものであります。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間末における総資産は、1,300,526千円となりました。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は、289,638千円となり、前連結会計年度末における負債

371,597千円に対し、81,958千円の減少（前連結会計年度末比22.1％減）となりました。 

 これは主に、未払法人税等が73,924千円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、1,010,887千円となり、前連結会計年度末における純資

産1,058,394千円に対し、47,506千円の減少（前連結会計年度末比4.5％減）となりました。 

 これは主に、利益剰余金が32,354千円増加しましたが、自己株式取得に伴う自己株式が79,995千円増加したこと

によるものであります。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年９月期の連結業績予想（第２四半期（累計）及び通期）につきましては、最近の業績動向及び今後の見

通し等を勘案し、平成25年11月６日に公表いたしました業績予想を修正しております。 

 なお、詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 911,681 758,603 

売掛金 253,519 264,025 

仕掛品 2,858 4,308 

繰延税金資産 35,371 20,499 

その他 23,614 24,516 

流動資産合計 1,227,044 1,071,952 

固定資産   

有形固定資産 32,133 30,138 

無形固定資産   

のれん 22,308 20,787 

ソフトウエア 110,394 102,433 

その他 251 1,547 

無形固定資産合計 132,954 124,768 

投資その他の資産 37,858 73,666 

固定資産合計 202,946 228,573 

資産合計 1,429,991 1,300,526 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,543 4,669 

未払金 199,663 185,799 

未払費用 5,223 3,936 

未払法人税等 82,598 8,674 

未払消費税等 28,817 24,995 

賞与引当金 34,924 25,362 

その他 17,825 35,832 

流動負債合計 371,597 289,270 

固定負債   

その他 － 367 

固定負債合計 － 367 

負債合計 371,597 289,638 

純資産の部   

株主資本   

資本金 340,059 340,059 

資本剰余金 297,309 297,309 

利益剰余金 466,080 498,434 

自己株式 △46,034 △126,030 

株主資本合計 1,057,413 1,009,772 

新株予約権 980 1,115 

純資産合計 1,058,394 1,010,887 

負債純資産合計 1,429,991 1,300,526 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 605,915 612,609 

売上原価 429,534 428,665 

売上総利益 176,380 183,943 

販売費及び一般管理費 109,125 122,091 

営業利益 67,254 61,852 

営業外収益   

補助金収入 － 6,469 

その他 114 595 

営業外収益合計 114 7,065 

営業外費用   

為替差損 242 201 

支払手数料 0 98 

営業外費用合計 243 299 

経常利益 67,126 68,617 

税金等調整前四半期純利益 67,126 68,617 

法人税、住民税及び事業税 20,100 10,393 

法人税等調整額 7,037 9,378 

法人税等合計 27,137 19,772 

少数株主損益調整前四半期純利益 39,988 48,845 

四半期純利益 39,988 48,845 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 

 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 39,988 48,845 

四半期包括利益 39,988 48,845 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 39,988 48,845 
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 該当事項はありません。   

   

 当社は、平成25年11月13日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。これを受け、東京証券取引所にお

ける市場買付の方法により、平成25年11月14日から平成25年11月19日までに普通株式38,700株、79,995千円の取得を

行いました。  

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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